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第 44 回数理社会学会大会プログラム 

日時：2007 年 9 月 15 日(土)～9 月 16 日(日) 

会場：広島修道大学  

大会委員長： 河野 敬雄（広島修道大学） 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

大会参加費は以下のとおりです．  

 参加費：  一般（会員）   2,000 円  学生・院生（会員）   1,500 円  

       一般（非会員） 2,500 円  学生・院生（非会員） 2,000 円  

 懇親会費： 一般      3,000 円  学生・院生           1,000 円  

 

なお，不明な点については下記へお問い合わせください．  

大会事務局：連絡先  河野 敬雄（大会委員長） 

        住所：731-3195 広島市安佐南区大塚東 1-1-1  広島修道大学 

         Tel: 082-848-2121（代表），082-830-1141(研究室) 

              e-mail: konon@shudo-u.ac.jp 

 

【9 月 14（金）】  

14：00 ～ 16：00 編集委員会 （本部棟 5Ｆ第 2 会議室）  

  16：30 ～ 19：00 理事会 （本部棟 5Ｆ第 2 会議室）  

Tel: 082-830-1141(研究室） -1110(第１研究棟受付) e-mail: konon@shudo-u.ac.jp 

 

【9 月 15 日(土)】  

  9：00  開場・受付開始  

  9：25  開会         大会委員長  河野 敬雄（広島修道大学）     2 号館 2104 教室 

 

Ⅰ．午前の部 (9：30-11：40)  

 

【第 1 部会】 不平等と格差のメカニズム（9:30-11：00）              2 号館 2104 教室 

  司会：金井 雅之（山形大学）  

 

1．人種集団とアスピレーション 

―相互作用とアスピレーションのエージェントベーストモデル―  

 朝岡 誠（東北大学） 

○塩谷 芳也（東北大学）            20+10=30 分  

 

2．教育格差と世代間移動の合理的選択―MMI 仮説の数理モデル― 

 浜田 宏（関西学院大学）           20+10=30 分  
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3．不平等社会の非効率性―再分配制度のゲーム理論的基礎― 

武藤 正義（東京工業大学・成蹊大学）     20+10=30 分 

 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊  

 

【第 2 部会】 集団・組織のメカニズム（11：10-11：40）              2 号館 2104 教室 

司会：金井 雅之（山形大学）  

 

1． 卑怯者による us-TFT 共同体の崩壊 

○中井 豊（芝浦工業大学） 

武藤 正義（東京工業大学）         20+10=30 分 

 

＊＊＊＊＊ 11：40-13：00 昼食 ＊＊＊＊＊  

 

Ⅱ．午後の部（13：00-16：30）  

 

【第 3 部会（ポスター）】萌芽的セッション（13：00-14：00）         2 号館 2103 教室外壁 

 

1．親族名称の代数構造―Radcliffe-Brown のデータ解析― 

河野 敬雄（広島修道大学） 

 

2．中意識への収斂は測定法に依存するのか？―電子的スケールによる測定結果― 

池 周一郎（帝京大学） 

 

3．女性と男性の世代間移動―Association Model を用いて― 

○平尾 一朗（大阪大学） 

太郎丸 博（大阪大学） 

 

4． 信頼と社会関係資本に関する地域比較―社会調査データによる検討― 

○金澤 悠介（東北大学） 

針原 素子（日本学術振興会） 

林 雄亮（東北大学） 

籠谷 和弘（関東学院大学） 

小林 盾（成蹊大学） 

 

5．転職・離職理由の時代的変化：2005 年 SSM データを用いた分析 

 神林 博史（東北学院大学） 

 

 

 

 

 



【第 4 部会】 数理的研究の計量的検討 14：00-15：30               2 号館 2104 教室 

司会：元治 恵子（立教大学）  

 

1．仮想的所得再分配による幸福総和の変動 

石田 淳（日本学術振興会）        20+10=30 分 

 

2． 自己高揚・自己卑下的自己呈示のフォーマライゼーションとネットワークモデルの検証 

○針原 素子（日本学術振興会） 

朝岡 誠（東北大学） 

金澤 悠介（東北大学）           20+10=30 分 

 

3．職場内ネットワークとフリーライダー―職場のフリーライダー問題(2)― 

小林 盾（成蹊大学）           20+10=30 分 

 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊  

 

【第 5 部会】 会長講演（15：40-16：30）                    2 号館 2104 教室 

 

数理社会学はパラダイムを必要とするのか 

                     井上 寛（九州工業大学）  

 

 

【総 会】 16：30-17：30                             2 号館 2104 教室 

 

【懇親会】 18：30-                  広島全日空ホテル（中区中町 7-20，市中心部） 

 

 

【9 月 16 日(日)】  

9:00  開場  

 

Ⅲ．午前の部 (9：30-11：30)  

 

【第 6 部会】社会階層と社会移動（9：30-11：30）                2 号館 2104 教室 

司会：三輪 哲（東京大学）  

 

1．階層意識に対する「失業」と「フリーター」の効果について  

小林 大祐（仁愛大学）            20+10=30 分  

 

2．若者の相談ネットワークと就業形態―無業であることが「社会的孤立」を規定するのか― 

○宮田 尚子（大阪大学） 

太郎丸 博（大阪大学）          20+10=30 分 

 



3． 非正規雇用の流動化―2005 年 SSM 調査による初職継続率のイベント・ヒストリー分析― 

○阪口 祐介（大阪大学） 

太郎丸 博（大阪大学）          20+10=30 分 

 

4． 雇用形態の規定構造に関する日韓比較 

○杉本 泰聖（大阪大学） 

太郎丸 博（大阪大学）          20+10=30 分 

 

＊＊＊＊＊ 11：30-12：20 昼食 ＊＊＊＊＊  

 

Ⅳ．午後の部（12：20-15：00）  

 

【第 7 部会】特別講演･シンポジウム（12：20-15：00）               2 号館 2104 教室 

実験経済学と数理社会学の対話 

 

1． 特別講演： 「日本人はいじわるがお好き?!」 

 

                    【招待講演者】西條 辰義（大阪大学 社会経済研究所） 

 

＊＊＊＊＊コーヒーブレイク＊＊＊＊＊  

 

2．シンポジウム             【司会】 七條 達弘（大阪府立大学） 

 

【コメンテーター】 佐藤 嘉倫（東北大学） 

志田 基与師（横浜国立大学） 

大浦 宏邦（帝京大学） 

 

 15：00  閉会         大会委員長  河野 敬雄（広島修道大学）     2 号館 2104 教室  

 

(備考)  

1. ○印は発表者（登壇者）を示します．  

2．報告者名の後に発表・討論時間を示しています．たとえば「20+10=30 分」は，発表 20 分，討論 10 分 

で合計 30 分であることをあらわします．  

3.「抜き刷り交換コーナー」を設けます．これまでに書かれた論文・報告書・マニュル等で配布できるも

のがあればお寄せください．印刷物だけでなく，自作のコンピュータ・ソフトウェアなどもどうぞ． 事

前にお送りいただいても結構です．「交換用抜き刷り」と表記して大会事務局（河野研究室）宛にお送

り下さい．  


